自動車アフターパーツの買取について
エアロパーツ ・ 車高調 ・ その他アクセサリー等

買取依頼はメールまたは FAX. でご連絡をお願いします。
基本的に再利用可能と判断できる自動車アフターパーツについて、 弊社基準に基づき買取しております。
下記をご一読頂き、 メールまたは FAX. にてご連絡をお願い致します。

【お客様について】
◎お名前
◎ご住所
◎ご連絡先 （メール ・ 電話）

ご依頼

【買取希望商品について】
1） メーカー名
2） 商品名
3） 購入時期
4） 購入店
5） 購入金額
6） 使用有無
※原則として購入後１年未満であり、 破損の無いこと
それ以外の商品については再使用に耐え得ると判断できるものに限る
7） 売買事由
8） 商品状態について
傷や汚れ等、 出来るだけ詳細にご記載下さい
9） 全体写真、 正面、 側面、 背面等、 商品がわかるもの３枚以上
（傷等のある場合はわかるように）
9） その他 （限定品やワンオフ等）、

■買取可否についてお知らせ致します。

弊社より連絡

商品 ・ 書類送付

弊社よりお振込み

【買取可能の場合】
◎金額のお知らせ （再度写真や商品についてお聞きする場合もございます） と
買取までの手続きや必要書類をご案内致します。

【買取不可の場合】
◎大変申し訳ございませんが、 お断りのご案内を致します。

当店で買取可能と判断できた場合は、 お客様の身分証明書が必要となります。
当店へ必要書類と商品をご送付頂き、 確認出来次第、 買取金額をご指定口座へお振込み致します。
お送り頂いた商品が事前の情報と相違する場合は、 再度ご連絡致します。
双方の合意に基づく買取を目指して参りますので、 お時間が掛かる場合もございますので
予めご了承下さいますようお願い致します。

コアーズインターナショナル株式会社
自動車商 < 東京都公安委員会許可 第 302161507383>
< 大阪府公安委員会許可 第 622070156137>

〒140-0013 東京都品川区南大井 2-7-9 アミューズ ・ K ビル 2F
Tel.03-5762-8035 Fax.03-3764-8810
E-Meil info@auto-style.jp

＜買取に関する規約＞
本規約は、 お客様が、 コアーズインターナショナル株式会社 （以下、 「当社」 という） の運営する AutoStyle 事業部 （以下、 「AutoStyle」 という）
へ第 3 条に記載する買取対象商品の買取サービス （以下、 「買取サービス」 という） をご利用されるにあたり、 当社がお客様に遵守頂きたい事項です。
第 1 条 （利用条件）
買取サービスをご利用いただける方は、 次の条件を全て満たした方に限ります。
・ 本規約にご同意のうえ、 「買取申込書」 に、 氏名 ・ 生年月日 ・ 住所 ・ 電話番号 ・ 職業 ・ その他所定の事項をご記入いただいた方
・ 本規約第 6 条に定める 「本人確認書類」 等をご提示いただき、 かつ、 当該 「本人確認書類」 等の番号 （健康保険証番号、 運転免許証番号等） を
当社が記録保管することにご同意いただいた方
第 2 条 （年齢制限）
18 歳未満及び高校生の方は、 買取サービスをご利用いただけません。
第 3 条 （買取対象商品）
1. 買取対象商品は、 自動車関連部品または商品とし、 原則弊社取扱商品と致します。
2. 以下に該当する場合は買取をお断りさせていただきますので予めご了承ください。
・ 同一商品で大量に希望される場合
・ エアバック、 その他危険物
・ その他、 当社が買取できないと判断した場合
第 4 条 （査定）
当社の定める買取査定基準にしたがって買取対象商品を査定いたします。 原則として、 写真で判断するよう努めますが、 電子部品等の場合は、 動作
および状態確認のため商品を手作業で検品する場合もあります。 その場合、 商品を返却する際に査定前の状態へ復元することができない場合が
ありますので予めご了承ください。
査定の結果をお知らせしてから買取対象商品をご送付頂いた際、 商品の状態が査定に際しての情報と相違する場合は提示した買取金額からの減額や、
買取ができない場合がありますので予めご了承ください。
第 5 条 （買取契約の成立）
1. 当社はメールまたは FAX. 内容を確認のうえ、 写真または現物にて商品を査定した後、 買取金額を提示いたします。 承諾いただける場合は 「承諾」、
そうでない場合は 「キャンセル」 の旨をお伝えください。 「承諾」 の場合、 買取契約が成立し、 買取代金をお客様へお支払いした時点で商品の所有権は
お客様から当社へ移転いたします。
2. 買取対象商品を当社へお送り頂いた後にご依頼時の情報と相違した商品であった場合、 またはあ買取が出来ない状態の商品と判断した場合は、
原則商品をお客様へ着払いにて返却させて頂き、 買取契約は不成立となる場合もございます。
第 6 条 （古物営業法に基づく本人確認）
1. 買取にあたって、 古物営業法の定めにより、 ご本人確認をさせていただきます。
2. 個人番号 （マイナンバー） カード、 通知カードは、 買い取り時の本人確認書類としてご利用いただけません。
3. 当社が指定する本人確認書類 （*） により、 氏名、 生年月日、 住所をもって申込者ご本人であることを確認させていただきます。
4. ご本人確認にあたり、 本人確認書類に記載されている住所と申込住所は、 一致している必要があります。 異なる場合は、 公共料金の領収書等の
現住所が 確認できる本人確認補完書類が必要です。 本人確認補完書類は発行から 3 カ月以内の書類のみ有効です。 本人確認補完書類は、
お申し込み頂くご本人様名義に限ります。 ご本人様名義の本人確認補完書類が無い場合、 姓が同一で同居されているご家族様名義の本人確認補
完書類をご提出いただく場合があります。
* 本人確認書類とは、 氏名、 生年月日、 現住所が記載されており、 有効期限内の書類 （原本） です。 有効な本人確認書類は、 以下の通りです。
運転免許証、 運転経歴証明書、 健康保険証、 外国人登録証、 在留カード、 特別永住者証明書、 パスポート、 障害者手帳、
住民基本台帳カード （タイプ A ・ B）、 社員証、 その他自治体、 公的機関、 公益法人が発行する証明書 （その他自治体、 公的機関、 公益法人が
発行する証明書については発行から 3 カ月 以内の書類のみ有効。）
第 7 条 （お支払い）
お客様が当社の提示した買取金額を承諾された後、 買取対象商品を当社指定の方法で当社指定場所へご送付頂き、 買取対象商品を確認した後、
現金でお支払いいたします。
尚、 買取対象商品が事前の情報と相違する場合や破損があった場合等で減額または買取不能となる場合もあります。 その場合は再度当社から
お客様へ再度連絡をし、 合意の下で金額の再提示または返却を致します。
第 8 条 （キャンセル）
お客様が当社の提示した買取金額を承諾された後、 当社に買取対象商品が届き、 当社が買取金額を全額指定口座へお支払いした後は、
キャンセルは一切お受けできません。
第 9 条 （個人情報の取扱い）
1. 買取サービスによりお預かりするお客様の個人情報は、 当社及び当社の親会社である株式会社オートバックスセブンの個人情報保護方針及び
本規約に従い、 厳重に管理され、 古物営業法上の取引の記録、 ご本人確認のためにのみ利用します。
2. 古物営業法等、 法令による要請に応じる場合を除き、 お客様の許可なくお客様の個人情報を第三者に提供することはありません。
第 10 条 （規約の改訂）
1. 当社は、 本規約について社会情勢の変化等に対応し当社が相当と認める場合は、 いつでもお客様に許可なく本規約を変更改訂できるものといたします。
2. 本規約変更改訂は、 当社ホームページ上に告知した時点で効力を生ずるものとします。

2015.12 改訂

